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・小型製品から大型製品等の重量物まで対応

千葉柏工場には、日本最大級の「電解研磨槽」を完備しています。

・国内4拠点・海外２拠点 での強み

兵庫県姫路市 本社工場を始め、関西に２拠点 関東（千葉、柏）に１拠点のほか、

東北（青森、八戸）に１拠点、韓国・中国に１拠点ずつ 合計６拠点 にて

お客様の幅広いニーズにお応えします。

１
当社の生体適合性ICFは、膜厚１μｍの非

常に薄いコーティング加工で、低摩擦・耐摩

耗性・耐凝着性等の特性と生体適合性を両

立させた表面処理です。

ナノテック 株式会社
生体適合性ICF

コーティングサンプル

（手術用器具）

ISO17025

試作対応共同開発 製造業連携対応

薄膜評価試験機 コーティング装置
当社はＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティ

ングのパイオニアです。生体適合性ICFだけでなく、撥

水、絶縁・導電、光学特性などお客様の様々な用途に

合わせた各種コーティング加工も行っており、その他

特殊用途にも適した皮膜のカスタマイズ設計も可能で

す。手のひらサイズの小さなお品物から最大3.5ｍの

大型製品まで、幅広いコーティング加工に対応してお

ります。
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・製版企業より輸送用容器の製造依頼あり

・注射針廃棄容器の試作の実績あり

昭和プラスチック 株式会社

製造業

水漏れしない篏合容器 複雑な形状を得意としています 不可能を可能にするメンバー 三方折曲げブリスターパック

・台紙印刷

・折曲げ加工

・ネットワークを

活かして最終製

品まで

3 千葉機械工業 株式会社

フィルムシート成形・精密塗工の機械

メーカーです！
【その他】
機械改造、修理、メンテナンス等

【成形装置関係】

スリーブタッチ方式成形装置、SFロール、エアーナイフ、

押出周辺機器（スクリーンチェンジャー・ギヤポンプ等）、

押出機から巻取機まで製造ライン一式

【塗工装置関係】

精密マルチコーター（ダイコーター・ドクターコーター・

グラビアコーターが兼用）、印刷機、各種精密塗工機

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

医療機器

4 有限会社 岩井製作所

技術力×工程管理力×提案力手作業も含

めた高精度極小部品を医療現場に！

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

極小部品の加工例 手作業の仕上げ加工と最新設備の組合せ アイデアをモデリングし、

試作から量産まで対応可能

5 株式会社 トッケン

DLCコーティング・

特殊機器の製作をいたします。

試作対応共同開発製造業連携対応

医療向けDLCコーティング
粉砕後の粉の付着をおさえるコーティング

（左 破砕装置に使用）

細胞破砕装置・特注機器製作も

スピーディに対応

6 ハーマン・ウルトラソニック・
ジャパン 株式会社

薄膜フィルターの打ち抜きと
超音波溶着を１ショットで完結！

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

医療機器

世界初 エアサーボ駆動の

超音波溶着機

薄膜のカットと溶着を

1ショットで出来る新製品

要求品質の高い血液フィルターや医療

機器において溶着不良の問題を解決

世界初 エアサーボ駆動の

超音波溶着機

7 株式会社光機械製作所

超短パルスレーザーによる微細加工

試作対応共同開発製造業連携対応

超短パルスレーザーによる

微細加工部品
創業70年を越える工作機械

（研削盤）のメ-カーであり、

主に超硬やダイヤモンド、

ガラスを対象に高精度な研

磨を行うための設備を設

計・製造してきた。また自社

製の設備を用いた量産受

託加工も受けている。

超硬向けの研削盤を

製作している弊社は超

硬素材メーカーとの付

き合いが深い

レーザーの要である特

殊レンズを設計する企

業様にもお付き合い頂

いている

ISO9001:2015
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皆様の技術を裏で支える 表面処理

技術をご提案します！

マルイ鍍金工業 株式会社

試作対応共同開発 製造業医療機器

9

塩ビ成形、3Dプリンタ試作やってます！

株式会社朝倉製作所

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

ISO9001

射出成形による量産から3Dプリン

タや切削加工での試作まで対応し

ております。射出成形では汎用～

エンプラまで幅広い樹脂に対応し

ており、中でも軟質・硬質のPVC

（塩ビ）での成形にも対応しており

ます。樹脂に関することでしたらお

気軽にご相談ください。

3Dプリンタでは新たに軟質素材

（シリコーン樹脂)にも対応 射出成形は55t～350tまで対応！
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10 スミテック 株式会社

試作から量産までワンストップサービス

で品質をお届けします。

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

11 いわき商工

昭和４２年創業以来５０年、スチール家具

製造に始まり、今では、理化学機器（実験

台）、医療機器および産業機器、環境設

備機器を製作しています。

試作対応共同開発製造業連携対応

医療機器

＜自社取扱製品例＞

科学実験台 ・ ゴミ集積BOX パンチング 丸め加工（小径） 車のマフラー溶接修理

12 有限会社 芝三工業所

成型困難な製品でも限界に挑戦！

【真空成型の技術は、業界トップ。

芝三なら何とかしてくれる！】

試作対応製造業

・勘合部やミシン目カットを取り入れて

組み立て式トレー（アイデア製品）

・心臓手術用のトレーの製造

・カテーテルなどの細い部分の成型が可能

・歯科用のキッドトレー

・真空成型では、困難な深絞りや

細かい部分の成型が可能です。

13 有限会社長浦製作所

試作品！プラスチック量産品製作！

3Dデータで製品設計できない？

お困り事何でもご相談ください！！

試作対応共同開発製造業連携対応

14 株式会社ユーテック

ペットボトルの酸素透過防止

生体適合性の高いＤＬＣ薄膜

試作対応製造業

ＰＥＴボトル用 酸素透過

防止バリア薄膜形成装置

DLCコーティングペットボトル

ワイン・

ビール・

清酒・

ビタミン飲料

等に実用化

医療・医薬に応用

15 鈴木化工 株式会社

環境にやさしいポリ袋の開発、製造
左側：マルタイパック

底抜け不具合0更新中！販売実績1億枚以上

右側：リサイクル・カラーバック

規格のカラーレジ袋

製造業

17 三蔵工業 株式会社

エラストマー樹脂加工を主力とするプラ

スチック製品製造業者です。金型製作か

ら樹脂成形、組立てまでの工程を当社内

で完結し、ワンストップサービスで短納期

を実現します。 試作対応製造業

Blu-rayディスクにおけるピットへの HPA-Die適用例

株式会社 エムエスビー

「きれいに、早く、正確に」をモットーとし

て培った、レーザ加工技術をお客様にお

役立てできるように全力を尽くします。
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製造業ISO9001

レーザ加工、溶接作業風景 鉄、ステンレス、アルミ、アクリル素材に対応可能

18 有限会社英製作所

試作対応共同開発製造業

連携対応

医療機器

創業1964年、以来一貫して自動旋盤加

工による技術を培ってきました。近年、自

動旋盤での量産加工技術で医療部品へ

の進出を手掛けています。

施術用無影灯の部品 斜め穴の加工例

アルミ、鋼、銅系の多種な素材六角など異形素材

を入手。多彩な熱処理、表面処理で部品加工の

多様性に対応。
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19
株式会社

トーノファインプレーティング
バイオチップなどサブミクロンの微細形状

形成が必要な製品へ ーHPAｰDie®ー

光ディスクで培った技術を医療分野へ応用

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

HPA-Die®（Heat Passive Assist Die）とは

射出成形における樹脂の流動性を著しく向

上させ、微細形状の形成を可能とする技術

当社独自の表面処理技術（真空コーティング、

めっき）を駆使した金型を用い、サブミクロン、

ミクロンサイズ形状形成の大量生産を実現

Blu-rayディスクにおけるピットへの

樹脂充填性評価結果

HPA-Die適用例

20 株式会社 藤井製作所

あなたの想い・・・

カタチにしてみませんか!?

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

ISO13485

ISO9001

医療用鋼製小物の

受託加工

加工を行う為の3Dモデリング化、

図面化が可能

鋼製小物だけでなく冶

具であったり装置部品

も対応可能

21
加熱・乾燥装置の専用設計と製作

株式会社 ヒートテック

試作対応共同開発

製造業

製販業

連携対応

医療機器

ISO13485

23 株式会社 NISHIHARA

試作対応共同開発製造業連携対応

レーザ加工機周辺機器の開発、製造を

行っている会社です。レーザ加工モニタ

技術の医療機器製造分野への適用を

探っています。

自社の取扱い製品

波形処理装置 集光ユニット
自社技術の応用例

レーザ加工部の熱放射光を

測定することで瞬間的に発

生する不具合を検知可能

24 株式会社 豊栄

医療用製品・部品から工業用製品・部品

まで幅広く企画、製造、販売

試作対応共同開発

製造業

製販業

連携対応

医療機器

ISO13485

25 三井電気精機 株式会社

機械装置の開発・製作はお任せください。

試作対応共同開発

連携対応

医療機器

ISO9001

【独自技術】

高周波モーター

【小型電力調整器】

エレクトロスライダー

【直動を使用した機器】

DNA断片化装置

【超音波機器】

超音波ホモジナイザー

26 株式会社 二葉科学

遠赤外線応用技術で

ハイクオリティな熱処理を提案！

製造業 製販業

人工透析用の

医療機器部品

試薬による加速試験結果（クラック試験結果）

従来の技術 弊社の技術
遠赤外線加熱装置

27 株式会社 テイアイテイ

製販業試作対応

スゴい繊維が『問題解決』の糸口に！

ほしいをカタチにする高機能繊維の専門

商社が、貴社の『困った』に応えます！

弊社はケブラーに代表される各種高機

能繊維素材を製品化することを専業に

しております。

高機能繊維素材はそれぞれ、高強力、

耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性などの特

徴を持っており、弊社ではお客様の

ニーズに応じて、素材の選定およびさ

まざまな加工を施すことができます。

株式会社 シグレイ

研究所や大学の研究成果の実用化、研

究者や大学の先生のニーズに応えた製

品開発を行っている会社です。
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試作対応共同開発製販業連携対応

書き消し出来る人体骨模型
茨城県立医療大学

の馬場先生との共

同開発商品で、主

に大学の実習で使

用頂いております。

現在実用新案登録

出願中です。

骨の種類は現在11種

類 1/2 スケール

（大腿骨、寛骨左、寛

骨右、脛骨、肩甲骨、

腓骨、鎖骨、仙骨、尺

骨、橈骨、上腕骨）。
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超音波診断装置での検査・診断・治療をお

手伝いする、模擬生体を製造開発を行って

おります、医療トレーニングの応用可能性

を探っています。

生体模倣技術により生み出された、生体親和性

に優れた医療機器表面改質剤を提供します。

様々な機能を秘めた素材による、新しい医療機

器開発の取り組み先を探しています。

33

線径0.23㎜から34㎜まで幅広く対応

日産スプリング 株式会社 引きばね 冷間成形振りばね 熱間成形

試作対応共同開発

製造業連携対応

医療機器

ISO9001

35 松本産業 株式会社

極小・軽量・特注ねじも対応します。

・ 微細・微小な医療機器製品の締結に

・ 動物実験（マウス）用途に

試作対応共同開発製造業連携対応

28 アドバンスト・ソフトマテリアルズ
株式会社

超分子材料を応用し、へたりに強い軟質

ウレタンフォームを開発しました。医療用

ベッドや車イス用クッションなどの商品を

開発中です。

共同開発 製造業 製販業

超分子材料

「セルムスーパーポリマー」

軟質ウレタンフォーム材

「セルム軟質ウレタンフォーム」

1．硬さ低下率→繰返し変形しても硬さ変化なし

2．優れた圧力分散性

29 サンケミ 株式会社

様々な樹脂に顔料、添加剤を混練試作

やマスターバッチ、ドライカラー等を販売

しております。プラスチックの着色、添加

剤等の混練はサンケミにお任せください。

試作対応連携対応医療機器

着色したペレットを販売

製造業

ペレット PEEK樹脂スタンダードカラー
混練りや試作試験

複数の樹脂の混合、樹脂と無機物や有機物との混合

により規格品に無い物性を生み出す事が出来ます。
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精密異形線「ばね」加工

リーディングカンパニー

中央ばね工業 株式会社

試作対応共同開発

製販業連携対応

医療機器

ISO14001

ISO9001

34 大和電機 株式会社

モータに関することなら何でもお任せ下

さい！廃番復刻（リバースエンジニアリン

グ）可能です。

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

医療機器

大和電機のモーターソリューション

【試作・開発】 【修理・巻替え】 【廃番・復刻】 【手挿入巻線】

株式会社

オンネット・システムズ
起業以来17年間、開発、蓄積してきたソ

フトウエアツールを医療分野に活用でき

るものと確信し、本商談会に臨んでいま

す。

36

共同開発連携対応

プログラム自動配布基盤

医療機器連

携の可能性

医療分野機能
追加の可能性

どこでも使える情報処理利用技術がある

業務ロジック

データベース

高度なクラウド利用技術

画面ロジック
制御ロジック

プログラム動作を

集中管理

分散データを集中

管理

プログラムの自動

配布

WEB画面ではな

い高度な画面

各種端末への表示技術

スマホ・センサ・制御

システム運用の自動化 統合メニューによるセキュリティ管理

業務連絡機能

デザイン自由、自由

なボタン配置・追加

ログイン情報の取得

30 インテリジェント・サーフェス
株式会社

31 OST 株式会社

試作対応共同開発

連携対応

医療機器 難改質素材へのＭＰＣポリマーコーティングによる親水性付与

シリコーンゴム

未処理表面

テフロン (PTFE)

MPCポリマーコーティング表面

ヒトの生体膜のリン脂質と同様

の成分を含む「MPCポリマー」

を開発しています。「MPCポリ

マー」をコーティングした医療

機器の表面は、人工の生体膜

として認識されるため、生体反

応の起きにくい医療機器の開

発が可能となります。

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

医療機器

ISO13485

国際規格IEC060601-2-37

模擬生体を製造している、

国内唯一の企業です。

乳がんファントム
穿刺練習用

ファントム
腎臓結石ファントム

集束超音波

（HIFU）評価用

東京大学 大学院工学系研究科と開発した

国内唯一の集束超音波ファントム
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株式会社 ラムテック

ソフトウェア開発（DICOM, HL7, CUDA-GPU）

37 眼科向け細径内視鏡画像処理装置ユニット

平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」事業。

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

医療機器

ISO13485ISO9001

”アイディアを技術と結ぶ”を目標に掲げ

夢のあるシステムや商品を開発から製造

まで一貫して行っています。

40

試作対応共同開発

製造業製販業 連携対応

医療機器

ISO13485

日理工業 株式会社
イオンクロマトグラフ用のサプレッサです。

溶液中の陰イオン、陽イオンを選択的に、

または、陽陰イオンを同時に除去すること

ができます。

本装置を利用するとサンプルを調整に使

用する超純水の生成、サンプルの脱塩が

行えます。さらには、本技術を応用すると、

高純度な緩衝溶液の生成も行えます。

左記は、陰イオンを含

んだ水溶液を本装置で

処理した後の溶出液の

アニオンクロマトグラム

です。

a)処理前

b)処理後。

認知症予防のための認知機能検査・訓

練機を施設向けに提供しています。

また、圧力分布センサを医療機器メーカ

へ提供しています。
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共同開発 連携対応医療機器

株式会社 シロク
認知機能検査・訓練機

「ペグ・アモーレ」

カメラ方式タッチパネル

/ 空間センサ
圧力分布センサー

エルピクセル 株式会社38
弊社は、医療・製薬・農業などのライフ

サイエンス領域における研究・開発者向

けの画像解析・処理ソフトウェア・システ

ム開発に強みを持つ、東京大学発ベン

チャー企業です。
共同開発 製造業

41 株式会社 サンテック

試作対応共同開発

製造業 製販業連携対応

超音波洗浄機の製造・販売を中心に、超音

波応用機器の研究・開発を行っております。

「超音波」や「洗浄」に関することなら、基本

から応用までお気軽にご相談ください。

超音波振動ユニットを

オーダーメイド仕様にて製作

超音波を発生させる機器=振動子

を設計・製作している企業です。


